
　 日本企業リスト

No.
企業名

company name
団体

販売／
購入等

商談希望内容(purpose of meeting) 主要事業(major business field or products) HP

1
㈱プレシード
Preceed co., Ltd.

熊本
購入
協業

半導体、電気の機器、フラットパネルディスプレイ、自動車、医
学関係のデザインと製造
半導體，電的機器，平板顯示器，汽車，醫學關係
設計製造
Semiconductor, electric device, flat panel display, automotive,
medical
Design and manufacture

浮上搬送ユニットの調達
Floating transport unit　（Import to Japan）
浮動運輸單元　購買
ＦＡ部品を購入したい
FA parts　（Import to Japan）
FA零件　購買

機械装置の設計製作を委託したい
outsource the design and manufacture of mechanical devices
設備設計及生產委託

自動化装置の設計、製作
半導体、LCD、光電池、自動車向け。
食品（あかねグラノーラは、熊本で生み出された大麦から作った）
25年以上前から、プレシードは、様々な装置を提供。
ユニークなアイデアと技術で、顧客の生産性改善を目指している。コンセプトから納期
まで、完全なものを提供する。

自動化裝置的設計，製造
適合半導體，LCD，光電池，汽車。
食品（Akaneguranora，用熊本被生出的大麥製作了）
從25年多以前開始，是提供各種各樣的裝置。

獨特的用想法和技術，以顧客的生產率改善作為目標。

從概念到交期，繳納完全產品。

Design and manufacturing automated machines for factories.
Main business fields: semiconductor,LCD,Photovoltaic,car industries.
Food product Development(AKANE Granola made from barley produced in
Kumamoto)For more than 25years, Preceed has provided various machines
which improve customers’ productivity. Our unique idea and technology has been
accepted in many field of industry. From concept to delivery, we provide turnkey
solution to customers.

www.preceed.co.jp

2
吉野電子工業㈱
yoshino　denshi　kogyo　co., Ltd.

熊本 購入

半導体　液晶製造メーカー　その他製造装置メーカー
装置の組立　調整　検査　更に　プレス金型製造　　プレス溶接
部品にも対応できます。また、作業効率向上のための治工具
の提案　作成までもお手伝いさせていただきます。
高精度の金属加工品・板金用金型を安価で製作できる企業様
にも面談したい。
車の板金金型製作会社と面談希望。

除了裝置的組裝、調整和檢查之外，還能提供沖壓模具的製

造、沖壓熔接零件。也能提案和製作冶製工具，協助提升生產

效率。另外，還想和可低價製作高精度金屬加工品・鈑金沖壓
模具製造的模具的企業面談。
車　鈑金模具的企業面談。

精密製造装置組立調整検査　金属加工品製造
金属プレス加工　溶接組立　鈑金用プレス金型製造
電子部品製造
金属加工から治工具　精密製造装置、組立、調整、検査　客先据付までの一貫生産に
て短納期　高品品質でお客様に製品ともに満足をもお届けいたします。

精密製造裝置的組裝和調整檢查、金屬加工品製造
金屬沖壓加工、熔接組裝、鈑金沖壓模具製造
電子零件製造
從金屬加工

到冶製工具、精密製造装置、裝置的組裝・調整・檢查、顧客端安裝的一條龍生產，提

供短交期且高品質的產品，滿足客戶的需求。

http://www.yoshinodenshi.jp/

3 ㈱ウエキコーポレーション 熊本
販売
購入

希望分野）
半導体関連　半導體
金属・樹脂部品加工　金屬加工、樹脂零件加工
表面処理・熱処理　表面處理・熱處理

①工業用高圧ガス、ガス配管工事など、工業分野の洗浄、コー
ティング等の商材をご紹介します。
②新技術・新しい商材の情報収集、日本への販路拡大を考え
られている企業をお手伝いします。

工業氣體・煤氣管、洗滌、塗層　介紹
新技術・新產品　信息交流、日本工廠擴建、銷售　支持

高圧ガス関連の専門商社
機器設計・製作
半導体関連・自動車関連等、様々な工業分野のお客様と取引。
工業用ガス、煤氣管、その他の商社。装置機器・工場消耗品。
台湾から日本への工場進出や販路拡大を総合的にサポートします。

高壓氣體專業貿易公司
設備設計與生產
半導體・汽車、各種工業部門和行業
工業氣體・煤氣管、設備、工廠消耗品　貿易公司
從台灣入境日本、銷售　支持

https://www.ueki.co.jp/

4 米善機工㈱ 熊本
販売

作業委託

・台湾から日本への進出企業（半導体関連）の商談
・工場立ち上げ時の設備、備品の調達
.・設計、部品調達、加工、メンテナンスのワンストップ サービス
・Taiwanese companies setting up factories in Kumamoto
・Procurement of equipment and materials for factory start-up
・One-stop service for design, parts procurement, machining,
and maintenance.
・從台灣入境日本　支持
・工廠成立時　設施、夾具
・設計、零件採購、加工、maintenance　全面的支持

・工作機械、機械工具、産業機器、ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
　Ｍａｃｈｉｎｅ、Ｔｏｏｌ、 Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｄｅｖｉｃｅ、Engineering
・商社　trading company

・調達　500社の取引ネットワークによる短納期調達、コストダウン
Procurement: Short turn-around and cost reduction in procurement with a trading
network of 500 companies
・対応力  120社のパートナー企業連携により、設計から部材調達、部品加工、設置工
事、アフターサービスまでのワンストップ サービス
Response: Providing one-stop service in collaboration with our 120 partners including
designing, material procurement, parts machining, installation, and after-sales service

https://www.yonezen.co.jp/

http://www.preceed.co.jp/
http://www.yoshinodenshi.jp/
https://www.ueki.co.jp/
https://www.yonezen.co.jp/


5
㈱Meistier（旧㈱HUMAN）
㈱Meistier　co., Ltd.

熊本

販売
購入
技術提携
作業委託

・自社製半導体装置（ダイボンダー）の台湾市場で製造販売・
保守メンテ出来る企業
　共同開発（開発費用が負担できる企業）やコア技術及びユニ
ットのライセンス供給も可能
die bonder　在台灣　製造業・銷售
　　　　　　共同發展（開發負擔它可以）、
　　　　　　核心技術・單位的　可以提供許可證
日月光投資控股股份有限公司に取引実績又は口座を持たれ
ている企業を希望
日月光投資控股股份有限公司　貿易公司希望
・台湾製半導体製造関連装置で日本国内設置・保守メンテ依
頼を希望する台湾企業で実作業時間に関係なく毎月の固定費
用が（1人以上）が負担できることが条件
台灣產半導體設備　在日本出售。安裝・維護　委託

・製造装置、精密機械、測定器の　企画開発から製造販売
　製造設備・精密機械・測量儀器　開發～製造
・次世代スマート生産エコシステム（ロボット・AI・IOT）の提案
　下一代智能生產生態系統（ロボット・AI・IOT）
・自社ブランドAI（イメージプロセッシング）SWの研究開発から販売
　自己的品牌AI、SW
　各種認証システム（商品名：VINIE）、次世代水産養殖システム
　認證系統、下一代水產養殖系統
・ワールドワイドで半導体製造装置のメンテナンス、フィールドサービス、OH
　全世界　半導體設備維護（maintenance）、大修（overhaul）
・製造業全般における業務請負、半導体及び材料の解析
　商業聯合、半導體、材料分析
・クリーンルーム仕様の工場を完備し、生産設備・各種産業機械全般の構想設計から
製造、セットアップまで社内で一貫開発が可能
・AI搭載の各種システムソフトウエアの開発・製作
・人材事業ならではの人材獲得と高度人材へのステップアップが可能

https://www.meistier.co.jp/

6 ㈱熊防メタル 熊本 販売

金属の表面処理、めっき/metal plating
半導体/Semiconduntor
医療/Medical

表面処理のみ、または材料調達～機械加工～表面処理までの
受注を希望いたします。
多品種少量ロットを得意としており、試作品から対応可能です。
We would like to receive orders for surface treatment only, or
from material procurement to machining to surface treatment.
We are good at high-mix low-volume lots, and we can handle
from prototypes.

金属に対する表面処理_metal plating
・アルマイト_Anodized
・無電解ニッケル_Electroless Nickel plating
・電解研磨_Electropolishing
・亜鉛めっき(3価)_ Trivalent chromium
・黒クロム_Black chrome plating

品質：半導体、航空宇宙、自動車、医療業界の部品加工に求められる高い要求に応え
ます。
組織力：機械加工から表面処理まで一貫した受注に対応いたします。。
提案力：開発部門を備え、新たな技術を提供いたします。

Quality: Meet the high demands for parts processing in the semiconductor, aerospace,
automobile, and medical industries.
 Organizational strength: We handle consistent orders from machining to surface
treatment.
 Proposal power: We have a development department and provide new technology.

https://www.kb-m.co.jp/

7 ㈱九州エバーロイ 熊本
販売
購入

自動車分野、半導体分野など超硬合金の金型パーツを使用し
ているお客様
汽車產業、半導體等用有機會使用到超硬合金零件的客戶

金型用素材及び金型パーツの台湾への売り込みや台湾から
輸入もしくは台湾との協業
將模具用材料和零件提供到台灣，或是由台灣進口到日本等
合作

超硬合金（素材・成型品・完成品）を台湾で販売したい。
硬質合金（材料・成型・完成的產品）　介紹・銷售

超硬合金工具の製造販売
超硬合金的製作及販賣

超硬素材から完成品製造までの一貫対応
材種選定の提案、短納期、アフターサービス、材質調査による提案
超硬合金從材料到完成品的提供，材質提案及調查

金型用素材及び金型パーツの台湾への売り込みや台湾から輸入もしくは台湾との協
業
將模具用材料和零件提供到台灣，或是由台灣進口到日本等合作

https://www.everloy.co.jp/

8
台湾平田機工
平田機工㈱

熊本
台湾

販売
購入

金属加工部品を購入　金屬加工件銷售
樹脂加工部品の購入　樹脂加工件銷售
自社製品の販売　銷售自己的產品

各種生産システム、産業用ロボットおよび物流関連機器等の製造ならびに販売

生產系統、工業機器人、物流相關設備　製造・銷售
https://www.hirata.com.tw/ja

9
株式会社AKシステム
AK System Co.,Ltd

大分 購入

医療業界でビジネスがある企業で当社製品につかう板金部品
を供給メーカー探している
Seeking for a fabricated metal parts supplier for our medical
equipment products.

制御盤設計製作・省力化装置設計製作・
Design and manufacturing of various control panels,
labor-saving equipment. http://www.aksys.co.jp

https://www.meistier.co.jp/
https://www.kb-m.co.jp/
https://www.everloy.co.jp/
https://www.hirata.com.tw/ja
http://www.aksys.co.jp/


10
株式会社スズキ
SUZUKI　Co.,Ltd.

大分
購入/

作業委託

Seeking manufacturers of parts and consumables used in
semiconductor manufacturing processes
半導体製造で使用されるパーツ、消耗品のメーカーを求めます

Seeking a repair maker for semiconductor manufacturing
equipment
半導体製造用装置の修理メーカーを求めます

Please introduce us the contents of semiconductor manufacturing parts,
consumables, and equipment repair services.
We will confirm the needs of the semiconductor manufacturing factories/customers
and
introduce your service.
半導体製造用パーツや消耗品、装置修理サービスの内容を紹介してください。
半導体製造工場のニーズを確認して、サービスを紹介します。

https://e-suzuki.co.jp/ja/

11
柳井電機工業株式会社
YANAI ELECTRIC & MACHINERY CO.,LTD.

大分 共同で第三国展開

【共同で第三国展開】
当社の技術と台湾の技術及び営業力に期待、共同で開発がで
きる企業があれば協力推進したい。
現在魚の養殖などの自動化や酒造り、製品外観検査のシステ
ムに取り組んでおります。
これらのグローバル展開や技術協力企業
Seeking for Taiwanese business partners with whom we can
develop new technologies and solution together.
Actively looking for business partners to expand our business
partners and technology partners as well.
We are currently working on developing automation systems
for fish farming, sake brewing, appearance inspection systems.

・社会インフラ（水道事業　O＆M）
　Social infrastructure　（Operation and Maintenance）
・空調（販売・設計施工・メンテナンス）
 Air conditioning（Sales, Design and construction, Maintenance）
・プラント（設計施工・メンテナンス）
 Plant facilities（Design and construction, Maintenance）
・ロボットS I（ロボットシステム導入S I）
　Robot system integration
・ドローン利用画像解析（画像解析を中心としたシステム開発）
 IoT system Design (Hardware Design, Software Design)

https://www.yanaidenki.co.jp/

12
株式会社九州セミコンダクターKAW
KYUSHU SEMICONDUCTOR KAW Co., Ltd 大分

共同で第
三国展開

【共同で第三国展開】
特にウェーハ―・MEMS関連特殊加工、マイクロ流路チップ製
作の第3国展開を仲介いただける商社

Looking for business partners, distributors whom we can
expand our wafers, MEMS fabricated products, microfluidics
and so on

【主要事業】
ウェーハ―・MEMS関連特殊加工　　　　Wafer processing・　MEMS　processing
マイクロ流路チップの製造販売　　　　Making and selling of a microfluidic
FA機器　設計・組立・据付　　　　　 FA equipment  Design, assembly and installation

https://www.kyushu-semi.co.jp/

13 株式会社DENKEN Taiwan office 大分
購入/

作業委託

美容機器、金属加工、タッチパネル、射出成型（塗装）ケーブル
調達（CCC認証）
美容機器、金屬加工、觸控面板(整機)、射出成型(烤漆)電線採
購(CCC認證

自動化装置製造、半導体装置製造、太陽電池試験装置、
電力試験、統合駐輪管理システム、電子機器組立
（測定/検査/信頼性分析）、射出成形、金属加工
（レーザー/旋盤/ベッド洗浄）医療関連（医療/美容）機器製造等
幅広い市場で多様な製品を開発します。
国内外の多くのお客様から信頼を得ている電子・メカトロニクスメーカー。
自動化設備製造，半導體設備製造，太陽能電池檢測設備，
電源測試，自行車停放綜合管理系統，電子設備組裝
(測量/檢查/可靠性分析)，射出成形，金屬加工
(雷射/車床/洗床)醫療相關(醫療/美容)設備製造等。
在廣泛的市場中開發多元化製品。

作為一家總合性電子機電一體化製造商,獲得需多日本國內外顧客信賴。

https://www.dkn.co.jp/eng/

14
大分県医療ロボット・機器産業協議会
Oita Prefecture Medical Robot & Equipment Industry
Council

大分

We are participating this even for the first time as the
secretariat representing
Oita Prefecture Medical Robot & Equipment Industry Council.
Eager to engage in communicating, finding future business
partners to promote and sell
medical equipment and robots that are developed and
manufactured by our members.

Oita Prefecture is working to create a base for the medical equipment industry based
on the "Eastern Kyushu Medical Valley Framework" formulated jointly with Miyazaki
Prefecture.
So far, as a promotion organization, in August 2011, 45 companies such as related
companies participated and established the "Oita Medical Industry New Entry Study
Group", and in March 2014,
the medical equipment industry cluster. In order to create a multi-tiered industry.
In order to create a multi-tiered medical equipment industry cluster we have
established the Oita Prefectural Robotic Suits Related Industries Promotional Council
and have been promoting the entry of local companies.

From 2016, in order to further accelerate the entry of companies in the prefecture
into the medical, nursing care and welfare equipment fields, the two organizations will
be integrated to establish the "Oita Prefectural Medical Robot & Device Industry
Council ".

In addition to past seminars, introduction of new entry cases, and provision of
matching opportunities with medical device manufacturers, etc., the council will
strengthen the coordinator function with the aim of improving the matching rate with
medical site needs, and will promote device development. We will work on revitalizing
working group activities, etc.

https://medical-valley.jp/

https://e-suzuki.co.jp/ja/
https://www.yanaidenki.co.jp/
https://www.kyushu-semi.co.jp/
https://www.dkn.co.jp/eng/
https://medical-valley.jp/


15

ＫＭＴ株式会社
KMT INC.

*Meeting in English requested
大分

購入
作業委託

・半導体装置の部材、コンポーネント関連の修理取扱い企業
Looking for the companies that sell, provide service
components for the semiconductor manufacturing equipment

・SiCリングの販売。LAM社 装置名KIYOは即対応可能
Looking for the companies that sell SiC rings. For LAM Kiyo
series with the shortest lead time.

・装置技術者の派遣・請負
　大手半導体メーカーへ装置保全(設置/移設、オーバーホール、定期メンテナンス、ト
ラブル対応等)
  To send or contract semiconductor manufacturing equipment engineers for
installation, transfer, overhaul, maintenance, troubleshooting
・半導体装置部品の販売・修理
  Sales and repaire of semiconductor manaufactruing equipment
・装置チャンバー内部品へのAL2O3,Y2O3溶射等、部品再生
  Thermal spraying AL203,Y203 into equipment chamber, parts reproduction
・半導体関連材料販売(ウェハ-)
  Sales of semiconductor related materials, wafer
・装置コンポーネントの設計・開発・製作/改善
  Design, development, manufactuuring, improvements of euipment parts
・ドローン事業(日本国内販売代理店、撮影/画像解析サービス等)
 Drone bsiness, sales representative in Japan, vedeo recording, image nanalysis

https://www.kmtech.jp/

16
J PRESS株式会社
J PRESS Co.,Ltd.

大分
販売

弊社は溶射技術を活用し、半導体分野への事業展開を進めて
おります。
半導体デバイスメーカー様、半導体製造装置メーカー様、精密
洗浄メーカー様等、TSMC社様が熊本県に進出されるにあた
り、溶射ニーズがございましたら是非商談をさせて頂きたく存じ
ます。
また、半導体製造装置用の精密加工も承っておりますので、精
密加工～溶射までの一貫生産にも対応させて頂きます。
Actively seeking for new business opportunities involving the
thermal spraying/coating to the various metals to
improve/extend its life.
With TSMC's new venture in Kumamoto, We are looking
forward to new Taiwanese companies investing in the area.

《主要事業》 Core business
　①表面処理　溶射　（アーク溶射、プラズマ溶射、HVOF溶射、ガスフレーム溶射）
     Surface treatment, thermal sprayingm, arc spraying, plasma spraying, HVOF
spraying, gas flame spraying
　②機械加工（NC旋盤、汎用旋盤、フライス盤、穴加工、製缶加工）
     Machinning (NC machine, lathe, milling, drilling, canning
　③金型製作（超硬を使用した金型製作に強みがございます）
     Mold manufactruing, ( using caride )

《生産分野》 Products
　①溶射・・・半導体、製鉄、プラント、港湾構造物、鋼構造物　etc.
     Thermal spraying of semiconductor equipment, steel milling equipment, plant,
harbor and teel structures
　②機械加工・・・全般
     Machinning
　③金型製作・・・カーボルトメーカー様、超硬材を金型に使用するメーカー様
    Mold manufacturing,
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